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産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（第６０回）  

議事録 

 

１．日時：平成２５年３月２８日（木）１５：００～１８：００  

 

２．場所：経済産業省別館６階６２６、６２８会議室  

 

３．出席者：平澤委員長、太田委員、菊池委員、小林委員、鈴木委員、森委員、吉本委員  

 

（経済産業省出席者）  

川上大臣官房審議官（産業技術・環境担当）  

吉野産業技術政策課長  

藤原技術振興課長 

渡邊研究開発課長 

渡邉産業技術総合研究所室長  

事務局：岡本技術評価室長、杉村補佐 他 

 

【議事次第】 

１．技術に関する事業の評価について（審議） 

（１）マルチセラミックス膜新断熱材料の開発 

（２）日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業 

 

２．その他 

 

【議事内容】 

○平澤委員長 

 時間が過ぎていまして、私ども遅れまして、どうも申し訳ありません。もう一人お見

えでありませんが、始めたいと思います。 

 今日が中間・事後評価の最後の会ということになろうかと思いますが、第60回、一応

３時間予定されているわけです。また長丁場になりますが、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○岡本技術評価室長 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

 まず最初に、座席表。 

 それから、本日の説明者一覧。 

 それから、黒いクリップを外していただければと思います。資料１、議事次第。 

 資料２、委員名簿。 

 資料３、マルチセラミックス膜新断熱材料の開発プロジェクト評価事後報告書（案）。 

 資料４、日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業研究開発制度中間評価報告書

（案）。 
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 資料５、評点結果のポートフォリオ。 

 続きまして、Ａ４横長の資料ですが、補足資料―１、マルチセラミックス膜新断熱材

料の開発プロジェクト事後評価の概要。 

 続きまして、資料番号は振っておりませんが、右肩上に「追加資料（非公開）」という

資料があるかと思います。Ａ４、１枚の紙でございます。これでございますが、この資

料は、本日、評価小委員会終了後、回収させていただきますので、お持ち帰りいただき

ませんよう、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、補足資料―２、日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業研究開発

制度中間評価の概要。 

 以上でございます。不足等がございます場合はお申しつけいただければと思います。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。   

 今日も中間・事後評価ですので、小委員会としては公開で議論いたします。よろしく

お願いします。 

 それでは、早速ですが、第１の議題、技術に関する事業の評価について、マルチセラ

ミックス膜新断熱材料の開発について、これはファインセラミックス・ナノテクノロジ

ー・材料戦略室から御説明をいただくということでありますが、よろしくお願いいたし

ます。15分で、５分前に一度ベルを鳴らします。では、お願いします。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室の北岡でございます。よろし

くお願いいたします。 

 マルチセラミックス膜新断熱材料の開発ということで、プロジェクトの概要、評価結

果、今後の方針ということで御説明させていただきたいと思います。 

 目次に沿って一応９項目をお話しさせていただきたいと思います。 

 本プロジェクトですけれども、こちらに概要が書いてありますように、従来にはない

高い断熱材を開発することです。特に壁材料と窓材料の開発を行って、ＣＯ２削減と省エ

ネルギーに貢献することでございまして、最終的なものとしては、この５番、６番の超

断熱壁材及び超断熱窓材の開発ということで、①から④の基盤技術、材料技術をベース

に、⑤、⑥の２つの素材を開発するという内容になっております。 

 期間は平成19年から５年間ということで、前半はＮＥＤＯ（新エネルギー・産業技術

開発機構）事業として実施し、後半の最後の１年の平成23年度は、経済産業省の直執行

として当室が推進させていただきました。 

 予算総額は15.9億円でございまして、そのうちの補助が 0.5億円、補助率２分の１が

入っております。 

 実施者は下記のようになっておりまして、ファインセラミックスセンターが基礎基盤

のところを実施し、各企業様などが事業化に向けての研究開発をするということでござ
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いまして、プロジェクトリーダーは長岡技術科学大学の高田先生にお願いいたしました。 

 プロジェクトの目的と政策的位置付けでございますが、先ほどからの話と重複します

が、住宅、ビルの断熱によるエネルギー消費を削減するということで、 特に窓、壁から

60パーセントの熱が失われている状況でございまして、特に冷暖房のエネルギーの削減

に効果的な断熱材を開発するということでございます。 

 先ほども述べましたように、研究内容としては６つのテーマから成っておりますが、

①から④の基礎基盤材料開発を統合して、５番、６番の壁材と窓材の開発をするという

内容になっております。 

 プロジェクトの目的・政策的位置付けのところでございますけれども、政策的位置付

けとしましては、第３期科学技術基本計画のときに経済産業省が７つのテーマを体系的

に推進するということで上げておりました。その中の２つ、エネルギーイノベーション

プログラムとナノテク・部材イノベーションプログラムという２つのテーマに対応して

おります。もう１つは、 Cool-Earth-エネルギー革新技術計画の中に、民生部門での省

エネ住宅・ビルに向けた革新的技術の実施と書いておりまして、この３つの観点から、

マルチセラミックス膜新断熱材料の開発プロジェクトを実施することにいたしました。 

 その出口としましては、省エネルギー技術を進めることによってエネルギーの安定的

供給を確保することと、ニーズに応える機能を持った部素材の開発を行い、部材の基盤

技術を確立していくということでプロジェクトを始めることにいたしました。 

 ６つのテーマの各目標をこの表にまとめさせていただいております。まず、５番、６

番の壁材と窓材の最終的な目標としましては、熱貫流率が 0.3Ｗ／㎡Ｋ、面積が１㎡平

方メートル以上、圧縮強度１ＭＰａメガパスカルということで、この熱貫流率といいま

すのは、委員方ご存じのように、熱伝導率を厚みで割ったものということで、ここでは1

0ミリ厚みのものをベースに熱貫流率 0.3を実現しようという目標を立てました。 

 窓材に関しましても 0.4Ｗ／㎡Ｋという値をもっておりまして、窓材でございますの

で透過率65パーセント以上と、いわゆる透過光のひずみでありますヘイズ率を１パーセ

ント以下にするということを目標に掲げました。 

 それぞれの目標に関しましては、壁材に関しましては、北海道などにおける基準値が

断熱材におきましては熱貫流率が0.34Ｗ／㎡Ｋであるということ。また、施工時の面積

であったり圧縮強度を満たすということを条件に掲げながらこの数値を設定させていた

だきました。 

 窓材に関しましては、現在の複合ガラスが熱貫流率が 0.8Ｗ／㎡Ｋということで、そ

の２倍の性能を目指すということで目標を設定いたしました。 

 この２つの部材を開発するに当たって、それぞれの材料開発ということで、①から④

のベースとなる材料開発を実施する中で、１つは壁材の材料であります多孔質セラミッ

クス材料、１番の開発では、熱伝導率を0.001Ｗ／ｍＫを10Ｐａパスカルの空気中で行う

ということで、現在、通常使われているような空気の断熱材、熱伝導率0.03を画期的に
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上回るような熱伝導率を実現しようと目標を設定しました。 

 かつ、それをサンドイッチするセラミックス膜のコーティングとしましては、熱のも

ととなります赤外線の反射率を70パーセント以上に確保するということで開発を進めま

した。 

 透明窓材の開発としては、透明多孔質セラミックスの合成に関しましても同様に、熱

伝導率0.002という非常に小さな値を目標に設定して開発を進めました。 

 最終的にそれらを複合化して、真空、セグメントして、こういった壁材、窓材にセグ

メント化して、部材につくり込むということで、この①から⑥のプロジェクトを並行し

て進めてまいりました。 

 それぞれのテーマに対しまして、成果、目標の達成度ということで、次の資料でまと

めさせていただいております。成果のところに書いていますように、先に⑤、⑥から説

明しますと、超断熱壁材料の開発におきましては、一部目標値をぎりぎり達していない

ものもありますが、１Ｐａパスカルから10Ｐａパスカルの領域において 0.4～１Ｗ／㎡

Ｋということで、通常の断熱材に比べますと相当小さな値を得ることができました。 

 超断熱窓材料につきましても、熱貫流率 0.4～ 0.5ということで、ほぼ目標を達成し

たということでございます。 

 その達成に当たって、それぞれのベース技術がどうだったかということで１番から４

番に書いておりますが、まず、多孔質のセラミックス粒子におきましては、熱伝導率を 

0.001と１ＭＰａメガパスカルの値でその値を達成しました。これは世界最高レベルの熱

伝導率を実現することができたということでございます。 

 かつ、それをサンドイッチするようなナノ構造のセラミックス膜コーティングにおき

ましても、赤外線の反射率を81パーセントということで、赤外線が十分に透過しないよ

うな構造をつくる膜が形成できるということを実現しました。 

 透明多孔質セラミックスの合成技術におきましても、熱伝導率において 0.002という

値を１Ｐａパスカルで実現することができて、目標をほぼ達成することができました。 

 これらの技術を複合化技術ということで真空セグメント化技術を行って、それぞれの

壁材、窓材を設計し、５番、６番の目標値をほぼ達成することができたということが成

果でございます。 

 具体的にもう少しまとめますと、次の図で左側のところでございますが、まず壁材の

開発でございますが、この壁材といいますのは、先ほど述べました１番の多孔質セラミ

ックスとセラミックスのコーティング、それをポリマー・金属フィルムで囲い込んで、

マルチセグメント化真空断熱材に加工するということで、外気と室内の温度を遮へいす

るという構造のものを開発しました。 

 もう１つの超断熱窓におきましても、３番の透明多孔質セラミックスの開発と２番の

セラミックスコーティング膜の開発で、それを真空シールすることによって、透明の窓

を開発しました。 
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 これらを北海道及び本州で実際に使って実証実験を行ったところ、使用電力について

北海道地区では約30～50パーセントの削減、本州では50パーセントの削減ということで、

通常の壁材、窓材に比べて非常に省エネルギー効果があるということを実証することが

できました。 

 これらの事業の波及効果ということで、家以外にも、いろいろな輸送機器への展開及

び…… 

 通常の電化製品、身の回りのものへの展開を今後検討していくということでございま

して、この事業の成果というのは波及効果が大きいものであると考えております。 

 実際にこの市場創出効果としましては、こういったナノ多孔質分野のいわゆる材料技

術産業として 500億円規模、住宅、ビル、輸送機器への展開ということで、壁材、窓材

合わせますと 5,000億円以上の市場規模が見込まれております。 

 また、先ほど実証実験で得られました冷暖房の消費エネルギーの削減率を50パーセン

トと設定し、導入率を20パーセントとしますと、2030年時点で原油換算で約300万キロリ

ットル削減できるという省エネルギー効果を見込むことができます。 

 研究開発と実施体制ですが、前半はＮＥＤＯのプロジェクトで実施しましたが、最後

の１年は経済産業省の委託事業として、委託部分としては名古屋のファインセラミック

スセンターで集中研究所を実施し、１番から４番の材料・部材開発を行いました。補助

金をつけた助成事業として各企業、旭硝子、ＩＮＡＸ、積水化成品工業、鈴木油脂工業、

ＬＩＸＩＬなどを含めまして、こういった実際へのつくり込み及び実証実験をお願いい

たした次第です。 

 中間評価の結果としましては、ここに書いてありますように、省エネルギー技術の一

環であったり、プロジェクトのテーマ及び数値目標については妥当性があるとの評価を

いただきました。ただし、やはり強度、耐久性、大型化、低コスト化、実証に向けてど

のように戦略を立てるのかということについて指摘をいただきました。それに対して、

後半、信頼性の実験であったり、その後の大型化、低コスト化に関しましては技術課題

をそれぞれ選択しながら、実現性と低コスト化の関係を検討していったというところで

ございます。 

 最終的に、実施後、事後評価検討会を行いました。座長は東京大学の香川先生、あと、

業界としましては電気化学工業の石田様、大学関係、独立行政法人関係、あと建設関係

ということで、この５名の方々に御評価をいただきました。 

 総合コメントとしましては、実施体制、マネジメント、目標設定など的確にプロジェ

クトを遂行しており、事業はほぼ当初の計画どおり実施され、全検討項目で数値目標を

ほぼ達成することができたとの高い評価をいただきました。また、コスト・経済性に関

しては不十分であったという指摘はあったものの、省エネルギーに貢献できる技術とい

うことで、真摯かつ柔軟な展開で、一定以上の成果を上げるところまで高められたこと

は高く評価できるというコメントをいただきました。 
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 総合評点におきましても、ほとんどが 2.5を超えるということで、高い評点をいただ

くことができました。 

 最後になりますが、提言及び提言に対する対処方針ということで、各委員の先生方か

らは、数値目標に関しても、例えばヘイズ率や熱貫流率については少し達成できていな

い部分があるものの、この辺については、やはりコスト、経済性も含めて、もう一度達

成目標とともに製品化につなげることが望まれるという指摘をいただきました。 

 もう１つは、このプロジェクトで得られた学術的な成果を、今後のこういった分野に

おける技術分野への貢献が望まれますという中で、現在、民間の企業のほうで実際にシ

リカ多孔質の粉末及び透明体の構造制御ということで、まず１つは、数値目標に対して

どこまで低減できるかということを引き続き検討していただいております。また、それ

において、それをつくるプロセスをどのように低コスト化に向けて進められるかという

ことを、実際に各企業において現在も検討していただいているというところでございま

す。 

 また、それぞれの真空断熱材において、確かにヘイズ率というのも高ければ高いほど

いいとはいいますが、それぞれの利点や特性に合った応用事例を考えて波及効果を持っ

ていきたいということで、今現在検討いただいています。 

 また今後、このプロジェクトを進めるに当たっての技術分野の成果は、学術的な分野

においての展開、普及も努めてまいりたいということで、提言に対する対処をしていき

たいということでございます。 

 以上で私からの報告を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。 

 委員方から御質問とかコメントをまずお伺いします。では、小林委員、それから森委

員。 

○小林委員 

 技術的な内容はかなりクリアされていて、非常に有望であるという印象がある一方で、

ここにも指摘がありましたように、経済性、コストというものがどうなのかという評価

検討会委員の御指摘もあります。少し疑問に思うのは、コスト自体、あるいは経済性自

体の分析をする段階までも行っていないという理解なのでしょうか。要するに、量産を

して下げていくということの規模の経済の問題、それからそれぞれの材料のコストの問

題等々も含めて、まだ現状の、窓材にしろ、壁材をリプレースするだけの経済性は出て

いないということでしょうか。どのように理解をすればよいのかということを思いまし

た。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 まず、壁材と窓材で評価が分かれております。壁材に関しましては、かなりのレベル

で事業化レベルに達しているという中で、実際に追加資料でお渡ししました事業性波及
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効果のところにありますように、企業のほうでは、１～２年後をめどにモニターへのテ

ストサンプルの支給及び数年後カタログ販売ということで、外張り材などと床断熱材と

か浴槽とかいろいろなところへの実証を繰り返しながら事業化を進めていきたいという

ところでおります。あとは、大量生産に向けた製造コストということで、企業内の検討

に入りたいというようにお聞きしております。 

 一方で、窓材に関しましては、当初はやはりこういう透明な窓に使うということを前

提に開発を進めてまいりました。そうすると、やはりヘイズ率の問題であったり、セグ

メントとセグメントの間の切れ目というのが透明窓材には非常に問題になってくるだろ

うという中で、先ほど申しましたように、その辺を抜本的に開発する技術を行うのか、

もしくは例えばすりガラスなどのような、そういうものが気にならない場所に使ってい

くのかということで、当初の目標だけを達成するのではなくて、もう少しアプリケーシ

ョンから見た開発ニーズに目を向けるべきではないかというところで、断熱材のほうに

ついては、むしろどこにどういうものを使うかということをもう一回、一から考えてみ

ましょうという段階だとお聞きしております。 

○平澤委員長 

 よろしいでしょうか。では、森委員。 

○森委員 

 断熱材は確かに非常に重要なことなのですが、省エネルギー基準を満たすようなグラ

スウールでさえなかなか現実に普及していないという事実があるわけですから、初期投

資、コスト、信頼性という点はかなり補強しなければならないだろうと思われます。 

 その意味では、見せ方としては従来の断熱材の何ミリ厚、あるいは何倍厚にしたもの

と同等の性能を出せるのか、説明上は従来材に対する比較みたいなものがあると伝わり

やすいかなという印象がまず１つあります。 

 もう１つは、どうしても魔法瓶の大型版ですから、使い道としては壁よりも、例があ

るように輸送車、タンカー、タンク、ほかにもっとこういうものを非常に強く必要とし

ている局面あるいは応用がたくさんあるように思うのです。特にエネルギータンクだと

か、窒素もそうです。ですから、最初になぜ家とか壁のようにコストが先に出てきてし

まうものを出されたのかなということが実はちょっと疑問がありまして、むしろそうい

う高機能な断熱材が必要なところを家庭に応用すると言うほうがイメージがいいのでは

ないかというように思います。コメントになりますが、これは拝見しますと性能的には

非常にいいものができてきている。これを要求するのはもっとほかに、これでなければ

だめだという応用がほかにあるような気がしてどうも仕方がないのですが。 

○説明者（ファインセラミックスセンター主席研究員） 

 やはり省エネルギー効果ということの大きさは住宅、ビルが非常に大きかったもので

すから、そういう設定をしたのでございますが、おっしゃるとおり、住宅以外にも輸送

機器とかそういうもののほうが非常に効果は抜群ではないかと思います。 
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○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 あと、細かいことは説明しませんでしたが、今、森委員よりお話がありましたように、

実はこの断熱材というのは、真空度が高くても非常に断熱効果があるということで、む

しろ長期的な寿命というような、例えば冷蔵庫であったり、輸送機器というのは本当は

有効であるということで、多分その辺については、今後、ここに書いていますように、

いろいろなアプリケーションを探索していくことになると思います。ありがとうござい

ました。 

○太田委員 

 私は今、お答えになったより、どちらかというと住宅についてもっと徹底的にやるべ

きではないか。特に省エネルギーに関して、先ほども前段でありましたが、住宅に対し

てかなり即効性があるようなものだと思います。それはまだ端的に窓材についてはでき

ていないというようなことで、ただ、続けていろいろ会社のほうはなさっているのでし

ょうか。これはどのようなシステムでなさっているのかということ。それからちょっと

細かいのですが、実験結果で北海道と本州で分けていますが、こういうものは北海道の

ほうが効果があるのかなと思ったのですが、省エネルギー率がそんなに北海道のほうが

小さい、この辺についてはどういう評価になっているのか。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 まず、現在、企業のほうにつきましては、この後のプロジェクトでも補助金の中で実

用化プロジェクトを継続して実施できておりますし、ここに書いておりますように社内

の中でもモニターサンプル向けにこういった製造工程の見直しなどの検討が現在も進め

られているというところでございます。 

○説明者（ファインセラミックスセンター主席研究員） 

 大変ポイントをついた御質問でございまして、これは即効性があるとおっしゃってい

ただいたのでございますが、薄い断熱材でも十分に効果があるということがわかりまし

た。北海道の場合には、既に十分に従来の厚い断熱、外断熱をしているものの上につけ

たら30パーセントもさらに省エネルギー効果がありました。本州の場合にはそういうこ

とをしておりませんので、ちょっと内張りしただけでも50パーセント、60パーセントい

った省エネルギー効果がありました。そういうことで、即効性ということに関しては非

常にいいデータがとれたのではないかと思います。 

○平澤委員長 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、鈴木委員。 

○鈴木委員 

 ちょっと批判的なコメントもあってもいいかなと思うのですが、いただいた資料では

ほぼ達成という表現をされているのですが、現実的には厳密に言えば達成できなかった

項目があるわけですよね。それは数値的には当初の目標を達成できなくても、事業化に

はさほど支障がないという御判断だと思うのですが、それであれば、当初の目標の設定
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に少し問題があったということはやはり考えられると思うのですが、それはいかがでし

ょうか。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 ここ、「ほぼ達成」という言葉をどうするかというのはこちらも相当悩みました。今、

委員の御指摘のところがずばりというところでございまして、ただ、当初は10Ｐａパス

カルから 100Ｐａパスカルという値が、いわゆる高真空から通常の真空状態ということ

で、やはり10から 100ぐらいの真空度がベストであろうというところから、その値と熱

伝導率というものをいわゆる高真空状態で得られている断熱強度、 0.001という値が同

時に達成できれば、非常にすごいものができるだろうという中での設定値が10Ｐａパス

カル以上での 0.001という値でした。 

 ところが、実際にやってみると、 0.001という値は実際にはクリアしているのですが、

輻射熱の軽減率が70パーセントではなかなかそこまで達成しなかったということで、い

ろいろな熱の伝達で結果的には 0.002しかいかなかったと。当初そこまでのシミュレー

ションがなかなかわからなかったというのが正直なところでございまして、その辺につ

いては、中間評価の結果なりを受けて、委員がご指摘のように目標の数値を変えるとか

ということがあってもよかったかなという意味では反省している次第でございます。 

○菊池委員 

 マネジメントの視点からちょっとお伺いしたいのですが、公募ですよね。ここに入ら

なかった方々との技術ポジションというか、事後的に見て、どういうポジショニングが、

こちらのほうがかなり優位になったと考えればよいのですか。つまり、この領域という

のは、多分このプロジェクトが始まる前から結構いろいろな方々が、ここに入っている

人たちではない人たちもやられていたわけですが、公募で組まれて、ファインセラミッ

クセンターを中心にして組んだ。その組まれた人たちが実現した成果というのと、そこ

に入らなかった人たちとのそういうポジショニングの変化というのはかなり大きいので

すか。それとも、やはりここの国家プロジェクトの成果というのは非常にリーディング

シップをとっていると読めばよいのですか。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 この多孔質セラミックの技術というのは、確かに委員がおっしゃるようにいろいろな

ところでやられていたと。ただ、その中で、やはり窓材、断熱材へ適用する技術として

どのように組み込んでいくかという中で、例えばここでいうＬＩＸＩＬであったり、旭

硝子であったりという方々が集まるという意味ではどこかでやらなければいけなかった

と。そのときに、ＪＦＣＣ（ファインセラミックスセンター）のほうでいろいろな基礎

技術を持っているという中で、そこで材料技術を展開する中で、それらを企業が実際の

形にまでもっていかれたという意味では、基盤技術はいろいろなところでやられていま

すけれども、部材までつくったという意味では、この体制が結果的にはよかったのかな

と。 
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 そういう意味では、さらに今後これを事業化のところまでもっていくのに、どのよう

に国として支援していくかというところがポイントだと認識しております。 

○平澤委員長 

 よろしいですか。では、小林委員どうぞ。 

○小林委員 

 追加の質問で、１つは事業化ということで、今、最後に今後の国の支援のあり方のお

話もありましたが、もう一部手離れをして、業界だけに任せていいのかどうか、まだ支

援する必要があるのか、という点をお聞きしたいと思います。 

 もう１つ、こういう材料というのは日本国内だけではなくて、外国の建材への応用、

はっきりいうと輸出ですね。そのあたりの見通しはいかがでしょうか。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 ここに関しましては、当省には住宅産業窯業建材課がございまして、まさにグラスウ

ールから真空断熱までいろいろとやっております。委員方もご存じのように、こういっ

たものは建築基準法の火災などの問題があり、やはり普及となると、日本の場合、北海

道から沖縄まで気候が違うという中で産業化に向けてどのように進めていくかというと

ころについては、ある面、企業が主体であるべきところもあると思うのですけれども、

それを広めていくというところについては、何らかの国のサポートがあってもいいのか

なというところは現在、住宅産業窯業建材課とも検討しながら、こういった断熱材の普

及については検討していきたいと思っています。 

 海外への展開につきましては、もっと難しいところもあるのですけれども、ご存じの

ように寒冷地とかであればヨーロッパとかはどんどん進んでいます。一方で、先ほど申

し上げましたように、例えば赤道のところに入れたほうがむしろエアコンの消費電力は

下げられるというのはわかっているのですけれども、これは我々もそうであるように、

暖かいところに住む人が断熱材を入れるということについては、人間の心理もあります

というところもあるので、ここについては業界の方々ともいろいろお話をしますが、温

暖地方に断熱材を入れるというのは、どうやっていくべきかについては、まさに今、議

論しているというところでございまして、海外への展開については具体的な例というの

はまだございません。 

○平澤委員長 

 鈴木委員どうぞ。 

○鈴木委員 

 これは補正予算で少し追加的にやられているということなのですが、何をやられたの

ですか。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 この補助という意味ですか。 

○鈴木委員 
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 いや、本報告書の中に補正予算も使ってというのがどこかに記述があったと思うので

すが。 

○平澤委員長 

 計画変更を行ったと書いてあります。 

○菊池委員 

 227ページの加速資金と補正予算の箇所を見ればいいのでは。 

○鈴木委員 

 ありました。報告書の図の５―６のほうに予算配分の話がありました。結構です。何

をやったかというのは、これを見るとわかりました。それで、この加速というのと補正

というのはどういう意味なのですか。この黄色と青は、加速と補正と書いてあります。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 加速予算というのはＮＥＤＯがある部分について、例えば遅れているところを加速す

るとか、進んでいるとことをさらに進めるという意味で、ＮＥＤＯの加速予算です。補

正というのは、補正予算で新たな新規設備を購入するというものでございます。 

○鈴木委員 

 加速というのは、そういう意味だと、ＮＥＤＯの補正予算的なものということなので

すか。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 ＮＥＤＯの裁量でもっている予算です。 

○平澤委員長 

 大体御質問は出たかと思うのですが、私から幾つかコメントを申し上げたいと思うの

です。今、「要回収」となっている１枚紙の中の２番目の窓断熱材のところで、これは全

体としては24年までの計画なのですが、25年、もう一年やった後、さらに続行するか、

中断するかを判断したいというような計画になっている、こう理解していいわけですね。 

 それで、先ほど御説明があったような技術的な側面について詰めていきたい。あと１

年詰めたいということでしょうか。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 特に、今までは透明な窓材だけをターゲットにやってきたところを、もう少しすりガ

ラスであったり、色ガラスの中での展開とか、そういうところがないかということを市

場調査も含めてやっていきたいというところでございます。 

○平澤委員長 

 わかりました。それで、小林委員、あるいはほかの委員方からもいろいろマネジメン

ト上の問題が出てきたと思うわけですが、これは１つのモデルケースで、これがまずい

という意味ではないのですが、モデルケースで考えたときに、断熱材というのは既に世

の中で実用化されているものがあるわけです。それで技術的にいいものをつくったけれ

ど高くて普及しない、というのでは意味がないわけですから、やはり考え方としては原



- 12 - 

 

価企画、つまり今ある断熱材に比べて、初期投資とライフサイクルコストを考えてみて、

どれぐらいの価格、あるいは断熱効果のものをつくれば普及させることができるかとい

う目標をまずつくるべきだと思うのです。その上で、それに見合ったような技術という

ものをつくり込んでいくという話になるのだろうと思うのです。 

 ですから、一方では、要素技術としていろいろアイデアはあるが、どう考えても量産

してもこれは安くはつくれそうもないとか、耐久性が問題だとか、その耐久性を上げる

ためにはかなりコストが掛かってしまうとかというのは補助的なものとして外しておい

て、それで普及できるようなものをターゲットにすべきだろうと思うのです。そのよう

な開発の仕方を経済産業省、あるいはＮＥＤＯでぜひメインルートとしてお考えいただ

きたいというのが１つです。 

 もう１つは、これは集中研方式で実施されているのですが、この辺が菊池委員のいろ

いろなご懸念もあろうかと思うので、つまり国からの補助をもらって、それで成果を出

した結果というのが、ほかの同じようなことをやっているコンペティターとの間で優劣

をつけるようなことになるというのはどうなのかというのがあるわけです。したがって、

プレーヤーを選ぶ段階で、この種のものについては、よほど慎重に考えないといけない。

と同時に、今度は逆に、ちょっと加速的な予算をもらえれば、あとは企業の中のアクテ

ィビティーで自分たちは使えるものをつくりますという人たちを選ぶ。このほうが国の

予算の使い方としてははるかにいいわけだし、それから企業としても、それだけの思い

を持ってやるのだったら、後々出てくるいろいろな諸問題を解決するためにも本気で取

り組まれるだろうと。だから、選ぶときにその時点での技術ポテンシャルを持っている

か、持っていないかということは１つのポイントではあるのですが、一定程度以上ある

プレーヤーであるならば、今度はどれだけ本気になってやるのか。その本気度というの

は、自らの資金でやろうとしている部分がどれぐらいあるのかという選び方も１つある

のではないかと思うのです。 

 それで、大学と一緒にやるわけなので、これはヨーロッパで通常いわれているハイブ

リッド型なわけです。それで、基本的にはヨーロッパの場合には大学の研究室のほうに

しか国のお金は出さないわけです。企業が手を出せないような部分について大学や研究

機関が自らやってくれるというわけではないから、そこのところは国で補助してくださ

い、そこさえクリアできれば、あとは企業でやりますという企業を選んでいこうという

のが彼らの効率的なマネジメントなのです。 

 だから、今の２点、原価企画を考えるということと、プレーヤーを選ぶときの基準を

どうするかということ。そういうことを考えた上で、今後、この種の実用化を目指すと

いう種類の研究開発テーマを選ぶときに御検討いただきたいと思います。 

○説明者（ファインセラミックス・ナノテクノロジー・材料戦略室産業戦略官） 

 これについては、本当は研究開発課長が答えられたほうがいいのかもしれないのです

が、今、本当に製造産業局と産業技術環境局のほうでは、まさにその辺の議論を２年ぐ
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らい前から始めています。１つ目の価格ということについては、やはり材料メーカーだ

けの意見で反映すると、当然材料メーカーの意思で原価が決まってしまうということで、

出口の企業、今回、ＬＩＸＩＬが入っていたわけなのですが、そこが本来どれぐらいの

コストでなければ採用できないかをもう少し発言させるというようなことを、プロジェ

クトのスタート時点から継続的に変化に応じて対応していくということをしなければい

けないということをまさに産業技術環境局と製造産業局の中でも議論しながら決めてい

るところで、委員御指摘のところは、本当に我々も今変えなければいけないと考えてい

ます。 

 ２つ目のプレーヤーの本気度ということについても、やはり国のお金があるからやっ

て、お金がなかったらやりませんというのであれば、事業化にならないわけですから、

企業が本当に事業化をやる気があるかどうかというのは、ある面、社長のレベルまでコ

ミットをもらうというのも、現在、我々はそれをやりながらプレーヤーの選択というの

をしています。 

 そういった意味で、従来型の集中研方式で何となくみんなが集まってくるというよう

なものでなく、もう少し――今回のものがそうであるとは言いませんけれども、もっと

企業がどこまで事業化を責任を持ってやるかということについて、やはり我々も責任を

持ってヒアリングしていくというのが我々の立場であるかなということで、委員のコメ

ント、まさに今遂行している途中でございますので、今後もよろしくお願いしたいと思

います。 

○平澤委員長 

 これは最初、プロジェクトを立ち上げたときはＮＥＤＯで実施されたわけで、ＮＥＤ

Ｏの方たちも同じような問題を抱えている。それからＮＥＤＯの多くのプロジェクトの

出来不出来というのを考えてみると、要するにプレーヤー、企業の側のやる気度みたい

なもの、本気でやろうとしているかどうかというので、かなり大きな要素が決まってし

まっているということがあるわけなので、そこを見分ける方法というのを採択のときに

取り入れるということをＮＥＤＯと一緒に考えていただければと。 

 これは、今のように実用的なものをつくろうというときの話です。それとはまた別で、

実用化はうんと先になるが新しい領域をつくっていこうという、これはまた別の問題に

なるわけです。ですから、何種類かパターンを分けて、課題によって使い分けていくと

いうことが必要だろうと思います。何か、渡邊課長。 

○渡邊研究開発課長 

 説明者のところの個別の話というよりも、研究開発全般的に多分おっしゃっているの

だと思います。 

 今後考えていかなければいけないと思います。 

○平澤委員長 

 ちょっと時間をこれに使って恐縮なのですが、そういうときにこれは是非ＮＥＤＯも
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含めて整理していただきたいと思っているのは、政策ツールとか、展開していくときの

仕組みというものを大きいものも小さいものも合わせて整理されるのがいいだろうと思

います。ヨーロッパではそういうことを随分前にやったわけです。例えば今、私はこの

種のものには原価企画を適用しないといけませんねと申しました。この原価企画という

のは、１つのポリシーインストルメント、政策を展開するときに構成要件として付け加

えるべきものだというような整理の仕方なのです。 

 それから、たくさんの企業がやろうとしているようなことだとすると、ハイブリッド

型、これもポリシーインストルメントなのです。ハイブリッド型でやりますと。そうす

ると、あるプログラムをつくる、公認というプログラムをつくるというときに、これは

ポリシーインストルメントとしては、原価企画とかハイブリッド型というのは、必須で

すよという条件を付けるわけです。このようにして性格づけをしていけば、それなりの

プレーヤーが頑張ってくださるということになるのだろうと思います。 

 ポリシーインストルメントという言葉は、一度未来開拓研究の仕組みを考えるときに、

私は、かなり抵抗があったのだが、強引にそういう概念を入れてくださいということに

したわけですが、それで、これは今おっしゃったように 200以上、彼らは手持ちを持っ

ているわけです。ですから、それらを一つ一つ、これはマストだというのと、これはリ

コメンダブル（推奨可能）だというようにして、選択をするときの評価基準としてそれ

らを適用していく。このようなことをしていくと、もう少し皆さん、同じような基準で

政策展開をより効率的にできるようになるのではないかと思っているわけです。これは

是非渡邊課長のところで、またご検討いただければと思います。 

 何か委員方からさらにありますか。 

○小林委員 

 今の話で、これはスタートからＮＥＤＯのプロジェクトで、最後は経済産業省で実施

したプロジェクトですね。ご存じのようにＮＥＤＯは今かなり追跡評価というのをやっ

ていて、結構事例がたまってきています。どこで何をインプットしておくと離陸できる

か。例えば法律的なものとか、補助的なものとかというのも少しずつ明らかになってい

ます。それが経済省の財産だと思いますので、是非それを参考に積み上げていっていた

だければいいと思います。 

○平澤委員長 

 鈴木委員どうぞ。 

○鈴木委員 

 もちろん経済産業省のほうでも十分いろいろ勉強されていると思うのですが、アワー

ド方式とか、オークション型のものとか、そういうものも新しい試みとして少し実験的

にいろいろやってみられるのもいいかなという気がします。 

○平澤委員長 

 宿題が随分増えたかもしれませんが、よろしくお願いします。 
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 さて、それでは、今の課題については、課題それ自体に対しては、あと１年、窓材に

ついては頑張ってくださいということでよろしいかと思います。その間にコストの面を

十分詰めて普及させていくことができるようなものならば、それをさらにやるとして、

そのときには本当にやる気のある、販売までやりましょう、つくるところもやりましょ

うというプレーヤーを選ぶといったようなことでお願いしたいと思います。 

 これは26年度以降の話ですね。25年度はこのままお続けくださいということでいいか

と思います。よろしいでしょうか。 

 では、次の議題ですが…… 

○岡本技術評価室長 

 コメントを付すと。 

○平澤委員長 

 ごめんなさい、ちょっと不明確だったかもしれませんが、今のようなコメントを付け

る、つまりサポーティブなコメントとして付けるということです。 

 それから次が、日米エネルギー環境技術研究・標準化協力事業ですか。これは、国際

室長から御説明をよろしくお願いします。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 産業技術環境局国際室長の高倉です。本日は、日米エネルギー環境技術研究・標準化

協力事業の研究開発制度中間評価ということで、評価小委員会にお諮りをさせていただ

きたいと思っております。 

 私どもの産業技術政策課国際室、それから同じ局内にございますが、標準化を担当し

ております基準認証政策課との共同の事業ということになってございます。以降、補足

資料―２を用いて御説明をさせていただきます。 

 まず、この制度の概要でございますけれども、本件につきましては、日米首脳合意に

基づく共同事業という位置づけになってございます。もちろん、その日米首脳合意にも

っていくまでに、様々な政策ディスカッションを日本政府当局と米国政府当局が行って

きた結果ではございますけれども、やはり先端的なクリーン・エネルギー技術というも

のは、日本及びアメリカのそれぞれの強みを生かした協力をするということが、非常に

効率的、効果的であろうということ、それから、標準化につきましても、日米で共通の

研究成果、あるいは技術成果をもたらすことにおきまして、将来、国際標準化に向けた、

市場拡大に向けた共同ができていくということで、こういった日米双方の国際協力の体

制を共同研究、あるいは標準化事業できちんとつくって構築した上で、それぞれの成果

を上げていこうといった趣旨でございます。 

 実施者としましては、産業技術総合研究所、それから、一部に電子情報技術産業協会

が入っている体制になってございます。 

 次の３ページでございますけれども、今申し上げました格好で制度を図示しますと、

大きく分けて２本の柱が立ってございます。１つは、先ほど申し上げましたように環境
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エネルギー、クリーン・エネルギー技術の先端的な研究協力、もう１つは、標準化協力

という、この２本の大きな柱で実施をしてございます。 

 一応、今、実施相手ということでずらずらと掲載させてございますが、基本、ほとん

ど書いてございますのが、アメリカのＤＯＥ、エネルギー省の関係の国立研究所でござ

いまして、最後にございますＮＩＳＴは商務省関係の研究所でございます。 

 具体的にそれぞれ、この大きな２本の柱で、どういった分野で何をしようとしている

のかということでございますけれども、それぞれ２本柱で御説明をさせていただきます。 

 まず最初の、日米クリーン・エネルギー技術協力につきましては、先ほど申し上げま

した2009年の首脳合意をもとにしたアクションプランというものを、やはり政府間で合

意してございます。そのアクションプランの中に、それぞれ大まかな研究協力分野を特

定してございます。具体的には、基礎科学分野といたしまして、ここにございます①か

ら⑥といったこと、それから、そのほかにもいろいろな分野が書かれているのですけれ

ども、これはこの事業の範囲外ということで省略させておりますが、その他再生可能エ

ネルギー分野ということで先進バイオ燃料とか、こういった分野をそれぞれ政府間で合

意し、特定しているということでございます。 

 もう１つの柱の標準化協力につきましては、それぞれ①から③につきまして、これは

具体的には米国のＮＩＳＴとあらかじめ分野について特定して協力を進めていこうとい

うことで、決めさせていただいてございます。 

 それぞれこうした、どちらかというとトップダウン的なアプローチによる分野、協力

エリアに特定した上で、それぞれの柱に応じて研究を実施する者を具体的に公募いたし

まして、その結果として、①のクリーン・エネルギー技術協力につきましては産業技術

総合研究所が受託するということになりました。それから、②の標準化につきましては、

先ほど申しました産業技術総合研究所及び電子情報技術産業協会で受託させていただい

てございます。 

 それぞれ政策的な位置づけではございますけれども、今申しましたトップダウン的な

合意による政策的な位置づけはもちろんあるのですが、その前提といたしまして、2010

年以降、様々な政府ベースで閣議決定してございますグリーンイノベーションといった

政策の項目の中にしっかりと位置づけられているものでございます。 

 ここから先、スライドがそれぞれ別々になっていくと思っておりますけれども、まず、

目標でございます。 

 左側の箱に記載させていただきましたが、本件は、日米アクションプランで指定され

ている項目につきまして、米国の国立研究所と共同研究体制を構築して、その上でクリ

ーン・エネルギー技術の迅速な確立、普及を推進するということを目標としてございま

す。 

 したがいまして、 (2)に記載いたしましたけれども、これは制度評価なものですから、

非常に技術的な、何パーセント熱効率突破といった目標にはなかなかしにくいのではご
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ざいますが、やはり成果として協力がきちんと進んでいれば所定の研究の成果、例えば

研究論文ですとか、研究者の交流実績がきちんと出ているですとか、共同で知的財産を

取得していくといったような活動が生まれ、かつ、それが増加していくというように想

定されております。そういったことを本件の目標、指標として掲げさせていただいてご

ざいます。 

 もう１つの柱の標準化事業の方につきましてですが、こちらの方は、この事業の全体

のアウトプット、アウトカムとして、実際に共同での標準化を目指した研究事業を何件

しているか、それから、最終的に標準化提案を何件出しているかというのを１つの指標

として、その他、実際に研究活動を伴いますものですから論文数等々も考慮した上で目

標というようにさせていただいてございます。 

 ４．以降は、成果の説明でございます。全体を５年計画ということでプランニングし

てございまして、これまでのところ、ちょうど今この時点では３年経過したところでは

ございますけれども、中間評価の検討を始めましたのが年度の中ぐらいですから、研究

活動としては２年少々の成果というようにお考えいただければと思います。 

 まず、日米クリーン・エネルギー技術協力のほうでございますけれども、先ほど示し

ました政府間で合意したそれぞれのアクションプランに基づきます分野に応じまして研

究テーマを先方の研究機関との間で合意、調整いたしまして、最終的には、第三者も含

めた評価を経てテーマを選定いたしておりますが、それが現在25テーマございます。そ

れぞれにつきまして研究を開始したのが平成22年度でございます。それぞれを研究成果

として発表ですとか、論文、特許、それから、表の最後にございます研究者の米国の滞

在ということで、これは１か月以上の長期のものだけを取り上げておりますが、こうい

ったボリュームで実績を上げ、かつ、これまでのところ増加しているということで、24

年度もさらに増加する数字がもうすぐ、最終的に上がってくるとは思いますけれども、

そういったことを期待してございます。 

 それから、下に少し、文字面で恐縮ではございますけれども、成果の１つとして Ｓｈ

ｏｒｔ ｆｏｒｍ ＣＲＡＤＡというのを書かせていただいてございます。これは、ご存

じの方も多いかとは思いますけれども、アメリカの国立研究所との共同研究契約のフォ

ーマットというのはもう決まってございまして、これは基本的には、アメリカの国内企

業と共同研究をするためのフォーマットでございますから、それをそのまま使おうとす

ると、日本側にとって全く平等でない、対等でない関係の契約になってしまうものです

から、そういったところを一つ一つ先方と協議をし、最終的にお互い対等に――対等と

いう意味は、例えば、目標規定のところに米国経済のためにとかフォーマットは書いて

あるのですけれども、もちろんこれは日米双方の利益のために行うということで、そう

いったところも含めましてかなり時間を掛けて調整をした結果、かつ、それは通常の米

国が持っております標準フォーマットより短くしたものですからＳｈｏｒｔ ｆｏｒｍ 

ＣＲＡＤＡと呼んでおりますが、そういったものを本事業を通じて開発し、かつ、現在
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ようやく１件契約にこぎつけたということでございます。そのほか、５件ほど準備中の

ものがございます。 

 これは、今、文字面ばかりで申し上げたところを少しでも絵にしようと思って描いて

きたのですけれども、左端の研究テーマ、それぞれの分野ごとの配分、それから、それ

ぞれ前のスライドで御覧いただきました論文ですとか滞在期間とか、こういったものを

数字にプロットして、かつ、それぞれの分野ごとにＳｈｏｒｔ ｆｏｒｍ ＣＲＡＤＡの

締結状況、準備状況というのを図示させていただいたものでございますので、御参考ま

でに。 

 もう１つの柱の標準化協力の説明にまいります。こちらのほうは、先ほどの目標、指

標をもとに、現在の５年計画の３年の途中の段階での成果でございますが、現在実施中

のテーマ数が８件、それから、既に国際標準化提案というものをなしておりますが、こ

れが２件ございます。薄膜膜厚計測と３Ｄ映像関係ですね。さらには、参考として双方

に論文数、口頭発表件数といったものを記載しております。今後とも、やはりこれまで

の蓄積をもとに、さらに増加していくということが期待されておりますので、達成度と

して順調に進行しているというように記載をさせていただいております。 

 次に、本事業の波及効果ということで、まずは、最初の柱の日米クリーン・エネルギ

ー技術協力でございますけれども、本スライドにつきましては、日米のそれぞれの研究

者にアンケートという形で取りまして、代表的な意見ということで取りまとめさせてい

ただいたものでございます。共同研究でございますから、単に時々メールをやりとりす

るということではなくて、実際に滞在をし、先方とデータあるいは技術の開示をし、共

同で１つの目標達成に向かって活動するということを通じて、こういった様々な波及効

果が生まれつつあるというように評価をいただいているところでございます。 

 それから、先端技術標準化研究協力事業でございますが、こちらのほうも同様に、日

米それぞれの関係者にアンケートを取った結果を代表的な意見としてまとめさせていた

だきました。 

 お時間の関係がございますので、ちょっと省略いたします。 

 マネジメントでございます。それぞれ２本の柱で事業を実施してはございますけれど

も、核になってございますのは産業技術総合研究所ということで同じではございますが、

それぞれ研究全体を統括する――エネルギーの場合は理事、それから、標準化協力につ

きましては計測標準研究部門の部門長が責任者となりまして、理事長をヘッドといたし

まして相手方との共同研究体制を築いてございます。 

 こういった形で、私ども経済産業省からの委託ということで事業の進捗管理、そうい

ったものを経済産業省と一緒にやっているという体制でございます。 

 ７．でございます。ここから評価の話でございますが、評価検討会をこうしたメンバ

ーで２度開催させていただいております。いろいろな技術分野の専門の方プラス産業界

の方で、これは制度評価なものですから、いろいろな高所から御覧いただけるような方
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ということで委員の選定をさせていただいてございます。 

 総合評価でございます。ここに記載のとおりではございますが、全体として、やはり

クリーン・エネルギー技術を早急に確立していく、あるいは標準化を日米で推進してい

くといったようなことは、分野、それから手段においても非常に国益にかなったもので

あり、取り組むべきであるといった御評価をいただいてございます。 

 それから、日米クリーン・エネルギー技術協力につきましては、それぞれ研究の成果、

あるいは共同研究構築体制という意味において進捗しており、かつ、先ほどちょっとお

時間をちょうだいいたしました Ｓｈｏｒｔ ｆｏｒｍ ＣＲＡＤＡの件につきまして非常

に重要なポイントであるというように御指摘をいただいてございます。 

 それから、標準化協力につきましても、既に提案が出ているという意味において、か

つ、今後も増えそうな見込みであるということから、順調に遂行しているといったよう

な評価がなされてございます。 

 ただ、日米で始めるということは妥当だったとしても、これはやや中長期的な視点で

はあろうかと思いますが、米国のみとやるということに何ら、絶対的な正当性はないの

で、例えば、その他の国と同様の体制を築いて、日本としての国益にかなう共同研究や

標準化協力というのもして行ってもいいのではないかと。あるいは、現在日米の中で、

日本からアメリカへ行く人数は多いのだけれども、アメリカから来ている人数がちょっ

と少ないのではないかといったような課題についての御指摘は、総合評価としていただ

いているところでございます。 

 評点結果につきましては、７―３．のとおりでございます。目的・政策的位置付けは

３というように御評価をいただいてございますが、あとは2.33から2.67の間ということ

で御評価をちょうだいしているところでございます。 

 最後に、御提言及びそれに対する対応ということで、文字面で長々と恐縮でございま

すけれども、ごくかいつまんで申し上げますと、まず、クリーン・エネルギー関連技術

につきましては、非常に基礎的な分野で共同研究というのをやっているのですが、必ず

しも基礎的分野に限る必要もないのではないかと。競争的分野であっても、やはり先方

と調整をしていけば、そういった分野にも拡大できるのではないか。 

 それから、評価のやり方という意味で、論文数とか、そういったことではない何か新

しい別の考え方というのができないだろうかと。 

 さらには、最終的に、納税者への説明責任という意味で、これをどのように産業化、

具体的なシナリオを描くのかということについて、きちんと残りの２年間で絵を描いて

いってほしいと。 

 それから、標準化協力につきましても、同様のコメントですが、ロードマップをしっ

かり描いた上で、ほかの分野に比べて基礎研究と実用化研究の谷が深いということもあ

って、こういった国の関与というのが非常に期待されると。このような御提言をいただ

いてございます。 
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 それぞれ受け止めさせていただきたいとは思ってございますけれども、これは基礎的

な分野とはいいつつも、産業技術総合研究所、経済産業省がやっている事業なものです

から、いかに産業化に結びつけるかという点、それから、標準化もどのようなロードマ

ップを描いていくかという点につきまして、残る事業の期間中での開発をし、最終的成

果につなげていきたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○平澤委員長 

 ありがとうございました。 

 これは国際共同研究の枠組みなわけですが、私も幾つかこういうことに参加したこと

があって、つくづく感じるのは、資金提供の仕方が、今の場合だと日米間で違うわけで

す。相手方が研究所、日本側も研究所ということになるのかもしれないけれど、恐らく、

人件費を含む形の研究資金なのか、それとも研究のフリーエナジーと申しましょうか、

アクティビティーだけを支える、研究を実際にやるところで消耗する資金だけを提供す

るという枠組みなのかということが、日本はそれでしかないわけです。アメリカの場合

には人件費含みの研究資金というのが用意されるわけです。そうすると、そこでサポー

トする人というのがたくさん入ってきて、そのアクティビティーというのでうんと差が

出てしまうというのがよくあるケースなわけです。 

 それで、この場合、協定の中で、今のような仕組みを考えた上で、お互いの国の予算

の出し方というのをどこまで想定してあるのかというところはいかがですか。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 ありがとうございます。まず、御指摘、大変おっしゃるとおりでございまして、日米

それぞれの予算の出し方についてはいろいろな協議が過去なされておりまして、それで、

まず日本側について申し上げますと、まず公募の結果ということではありますが、産業

技術総合研究所が受託者になってございますので、基本的に研究者の人件費は産総研の

交付金が出ますので、純粋に研究に必要な費用、あるいは旅費なども含め、それから臨

時作業員とか、こういったものの雇用の費用をこの事業費の中で見てございます。 

 それから、アメリカにつきましては、研究所によってもいろいろなやり方があるよう

ではございますが、基本的には、現在、研究所の中の、ある種、所長が自由度を持って

使える予算の一部を研究に回しているようでございます。その正確な額が幾らかという

のは、実は私どもも知るところではございませんが、現在のところはそのようになって

ございます。 

○平澤委員長 

 そうすると、アメリカ側も、いわば研究のためのフリーエナジーだけを所長が与えて

いる、そういうタイプだと理解していいのですか。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 そういうことです。 
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○平澤委員長 

 ここのところはアメリカの研究者のインセンティブにかかわると思うのです。アメリ

カの研究者だったら、自分が忙しくなるだけだから嫌だよと。それで、ちゃんとやるメ

ンバーが雇えるのだったらば、その課題を含めてやりますよというのが通常の彼らの考

え方ですよね。研究の進め方。この辺の違いがどうなっているのかというのは、多分、

一緒に共同研究を進めるときに１つのポイントになるのかなと思いますが、所長手持ち

の資金だけなのかどうかというあたりは、手持ちの資金の使い方がどこまで許されてい

るのかといったほうがいいのかな、そのあたりもご確認いただければと思うのです。 

 さて、それでは委員方。どうぞ。 

○菊池委員 

 ちょっと２つお聞きしたいことがあります。ＣＲＡＤＡに関してです。今、共願に関

する日米の制度的な差異を解消して、何とか１つ、多分、ブルックヘブンと結びました

というのが報告されているのですが、この場合に、自己実施という概念までそこのＣＲ

ＡＤＡの中で書き込んでいるのでしょうかというのが１つ。 

 もう１つは、多分、デュアルユースの処理をなさっているのだと思うのですが、デュ

アルユースというのは、もう多くの人がわかるように、どっちからどっちに来てどうな

ってしまうかわからないような、あるときには軍事ユースにもなるわけでして、ですか

ら、そういうことからすると、平和利用でありますという制約を置いたとしても、そこ

のところの垣根というのはなかなかわからないと思うのです。最初の自己実施というの

は、研究所という母体の中が自己なのか、その周辺にいるチームがありますので、アメ

リカでそういうチームを組んだところまでがそれに入ってくるのかといったときに、一

々日本のだれかとそこまで許諾を受けなければ動かないとなれば、むしろ、日本の制度

を直してしまったらいいのではないのという話になるわけで、そのぐらいのことを考え

ると、ＣＲＡＤＡでやられているというのは、契約ベース、特約を結んだというだけの

話ですので、実態としてどうも、その中身はわからないのですが、本当に重要な案件の

研究開発の成果に対してそれをやったのかどうかというのがちょっとわからないなとい

う感じがするのです。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 まず２点目のほうでございますけれども、研究をした結果を将来どのように使われて

いるかというのをどのように保証するかという問題は確かに残ってはおります。ただ、

今、委員御指摘のように、 Ｓｈｏｒｔ ｆｏｒｍ ＣＲＡＤＡの中には、一応、これは平

和目的に限るということで規定はさせてございます。 

 最初の点は、産業技術総合研究所のほうでお答えできますか。 

○質疑応答者（産業技術総合研究所国際部長） 

 実際の Ｓｈｏｒｔ ｆｏｒｍ ＣＲＡＤＡのインプリメンティングのレベル、あとコン

トリビューションとか、もともとのアメリカのＣＲＡＤＡは、やはりアメリカの企業と
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アメリカのガバメントエージェンシーの規定で、先ほど室長から御説明いたしましたよ

うに、日本と結ぶときには、やはり日本に不利益になるということで、そこで Ｓｈｏｒ

ｔ ｆｏｒｍ ＣＲＡＤＡに書いております。それで、現時点では、詳細が動き出した段

階で、コントリビューションに応じてという方向で、まだ担保を取っている段階でござ

います。今後、３年、４年たってきて、具体的になれば、またアメリカ政府との交渉が

始まるかと思っております。 

○平澤委員長 

 委員方、どうぞ。 

○鈴木委員 

 ちょっと追加的に教えていただきたいのですが、パワーポイントの８ページ目に主要

業績というのを書かれていますが、まず、特許については７件が産業技術総合研究所単

独で出されているということですよね。これは、例えば米国の特許法では、米国内で完

成された発明については米国を第１出願国にしなければいけないという規定があると思

うのですが、これがそれに該当しているのかどうかということ。 

 もう１つは、論文とか学会発表が、評価報告書のほうでは、共著論文とかに加えて、

米国との交流で新たに生まれた研究テーマの論文、これは国際共著ではないものという

ことだと思いますが、両方含まれているということだと思うのですが、その大体の比率

がわかったら教えてくださいということです。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 まず最初のご質問ですけれども、アメリカではなくて日本で出願ということでござい

ます。最初のＳｈｏｒｔ ｆｏｒｍ でないＣＲＡＤＡのフォーマットだと、委員がおっ

しゃるように、アメリカの出願ですとか、あるいはアメリカでまず事業化をするとかい

ったようなことが規定されているのですけれども、そういったことは調整した上で Ｓｈ

ｏｒｔ ｆｏｒｍ ＣＲＡＤＡは結んでございます。 

 それから、２点目の数字の件はわかりますか。 

○鈴木委員 

 大体概要で結構です。国際共著に相当するものはどのぐらいあるのかということです。 

○質疑応答者（産業技術総合研究所企画主幹） 

 こちらからお答えさせていただきます。具体的な数字として本数という回答ではござ

いませんけれども、これは、制度を立ち上げながらそれぞれが研究を進めてきたという

部分もございますので、現時点では、まだ日本側だけで出したものが多く、共同でなっ

ているものが10パーセントから20パーセント程度にとどまっておりますが、現在ここに

カウントしておりません投稿中というものがまだ別にございまして、それを思って将来

的には増えてくるのではないかと考えております。 

○平澤委員長 

 太田委員と森委員。 
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○太田委員 

 この計画が当初計画されたのは2009年ですか、そこから始まって、今、５年計画の真

ん中ということなのですが、特にエネルギーに関して見ると、日本とアメリカでいろい

ろな大きなことが起こっているわけですよね。特に日本では原子力発電所事故もあった

し、それから、アメリカではシェールガスがどうなるのだとか。基礎研究にそれが当た

るかどうかわからないのですが、そういうときの全体的な見直しを、日本の側だったら

組織がわかるのですが、アメリカ側が一体どういうことになって、全体を見直すとき、

体制など、その辺の仕組みはどうなっているのでしょうか。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 ありがとうございます。そういう意味では、政府間の例えば政策的なプライオリティ

ーがどうかといったような御質問だと思いますけれども、一応、日本政府とアメリカ政

府側では、年に１回、ワークショップという形で顔を突き合わせて、いろいろなことを

相談し、調整する機会を設けております。 

 ちなみに、今年度につきましては２週間ほど前にアメリカＤＯＥ側といろいろな政策

議論をしてきた中で、例えば今御指摘の、3.11以降、クリーン・エネルギーという意味

では、その重要性が失われることはないのだけれども、例えば米国、それから日本もそ

うですが、従来、太陽光や風力に比べて低調であった地熱のようなものを少しやってみ

る余地はないかといったようなことの相談を受けて、そういった新しい、プライオリテ

ィーが上がってきたテーマをまた、残り期限が限られておりますけれども、採用してい

くということは、大体１年間の事業のタームの中で行ってございまして、そういった中

で有用性が認められれば、新しくまたテーマを選定していくということはあり得ると思

っています。 

 さらにもう１ついえば、これまでの成果を踏まえて、共同の研究体制において余り十

分でなく、残り期間、仮にやったとしても、これ以上の大きな成果が余り期待できそう

にないというものにつきましては、その時点で１回取りまとめをして、今後継続はしな

いというような判断もこの中でいたしてございます。 

○平澤委員長 

 森委員、どうぞ。 

○森委員 

 まず、これは経済産業省のプロジェクトですから、文部科学省などの科学研究費補助

金との違いをどこで強調するかという点を、わかりやすく説明する必要があります。 

 それから、今のクリーン・エネルギーの範疇についてですが、確かに風力とか太陽光

以外のものになりますと、だんだん地域性が強く出てきて、果たして共同研究する成果

はどこら辺に出てくるかというのはだんだん見えづらくなってくる側面がどうしても出

てきます。どこに差異があるのかの辺りの明確化、それから実用化に向けてのロードマ

ップをはっきりさせておかないと、なかなか評価する側にわかりにくいかなという点が
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まず１点です。 

 もう１つ、標準化についてなのですが、これは本当に難しい、本当に国対国の綱引き

がいっぱい出てきそうで難しいところがあって、この標準化を、ある意味では、日米共

同でやれば日米共同で提言できるとか、何かそういう見通しがあるのかどうか。その辺

を教えていただけますでしょうか。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 最初の御指摘は、もう全くおっしゃるとおりでございまして、中間評価の委員の皆様

にも同じ御指摘を受けておりますので、そういった点は重々注意をして進めてまいりた

いと思ってございます。 

 ２点目は。 

○説明補助者（基準認証政策課長補佐） 

 ２点目の標準化について日米で共同でというところでございます。こちらも実際、こ

れまでの２件については、日米中心に、コンセンサスを含む話ですので、他の国も交え

てということですけれども、日米主導でということです。今後、ほかのテーマ、全体で

８テーマ走っていますが、それについても日米を中心にして提案を出していく。そこの

部分が少しわかりづらいところもあるので、評価をいただいたところでは、マイルスト

ーンをしっかり書いていただきたいということになっていますので、今年度、しっかり

マイルストーンを書いていきたいと思っております。 

○小林委員 

 制度の枠組みがよくわからないところがあったのですが、標準化に関しては、日米と

も公的研究機関が中心というのはわかるのですが、クリーン・エネルギーのところで、

米国側も国立研究所で、こちら側も産業技術総合研究所だけというか、これはそういう

枠組みの中で進めるという約束だったのですか。例えば、評価検討会の中で、もっと大

学は入らないのかとかいう意見もありましたが、そのあたりの御説明をお願いします。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 ありがとうございます。政府間の話し合いの中では国立研究所でということを意識は

してございます。ただ、一応、予算の執行という意味では、特定のところに決め打ちし

てやるということはできませんので、制度上、公募をし、評価を受けた上で、こういっ

た共同研究に適した能力とか研究者を抱えているということを評価していただいた上で、

産業技術総合研究所に決めてございます。ただ、もちろんこれは、枠組みとしてはそう

だというだけで、産総研の通常の日常的な活動として、大学のいろいろな先生、専門の

方々とのネットワークというのがございますので、そういった方々との情報交換やアド

バイスは、守秘義務に違反しない限りで行っていると承知しております。 

○平澤委員長 

 よろしいでしょうか。どうぞ。 

○吉本委員 
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 ２点質問があります。 

 既に質問が出た共著論文の数なのですが、例えばこの国際標準につきましても、査読

付きの論文数は、21、うち(7)が査読付きということなのですが、本編の中で、共著論文

を一応目標のベンチマークとして掲げたことは適切であるという記述があるにもかかわ

らず、共著論文の本数について明確な数字が示されていないというのが少し残念です。

先ほど１割、２割という話がありましたが、特に標準化については引用されるような論

文にもっていくということが必要で、しかも本件は共同研究なのですから、日米共著で

どんどん出していくというのが本来望ましい姿だと思います。それは論文だけではなく

て、特許につきましても同様かなと思っております。 

 先ほどの産業技術総合研究所の特許というのは、もしかすると標準のほうではなくて、

クリーン・エネルギーのほうだったと思うのですが、これにつきましては単独出願とい

うことなのですが、国際特許なのかどうかという点を後ほど教えていただきたいと思っ

ています。 

 あと、標準化は非常に重要な施策だと思っているのですが、この標準化にかかわる日

米共同の成果とかポジションが、今同時進行しているＮＥＤＯ、あるいは経済産業省の

そういったほかのプロジェクトにどのように横串で入ってきているのかと。こちらで、

国際標準の共同提案で、日米一緒に規格をつくっていきましょうという動きがある一方

で、実のプロジェクトが経済産業省でもＮＥＤＯでもたくさん走っているわけですから、

それらと方向性が一致しているのかどうか、あるいは、情報共有が横串で入っているの

かどうかという点をお尋ねさせていただきたいと思います。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 ありがとうございます。共同論文、共同特許がより出されていくことが望ましいとい

うのは全くおっしゃるとおりでございます。資料のつくり上、余り明確になっていなか

ったというところは申し訳ございません。 

 特許につきましては、７件のうち、国際特許が１件入ってございますので、そのよう

に御理解いただければと思います。 

○説明補助者（基準認証政策課長補佐） 

 標準のほうでございますが、本事業で８テーマやっているものがほとんど、この制度

の特徴として、研究機関間の共同事業ということで、基盤的な計測標準ですとか評価標

準をやっております。したがいまして、ターゲットを絞った研究開発から出てくる標準

という――製品規格とかそういうものではないのですけれども、そういう幅広い分野で

使われるような物差し的な標準になりますので、それを使われるユーザーの方々の視点

が非常に大事ということで、特に標準の場合は、そういう人も含めたコンセンサスをい

ずれつくらなくてはいけないということで、もちろんＩＳＯ（国際標準化機構）の国際

の場でもそういうステークホルダーを入れていきますが、日本国内では国内審議委員会

ということで、ステークホルダーを集めてやっています。そういう中で、横串といいま
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すか、関係者と調整して、ユーザー側の意見も踏まえながら物差しをつくっていくとい

うことで、対応しております。 

○平澤委員長 

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 私、依然として、余りよくわかっていないのですが、標準化のほうについては大分明

確になってきたと思うのですが、研究協力に関しての制度設計というのがどういう形で

どこまで進められた上で進んでいるのかということなのです。それで、対象とする研究

機関が資料の３ページにリストとして上がっているのですが、これらの研究機関と産業

技術総合研究所との間で何らかの協定をして、それでやっていくのか。それとも、もう

１つ上のレベルで、この日米のクリーン・エネルギー技術協力事業としての制度設計が

なされていて、そのもとに進んでいくのかといったようなことなのですが、具体的には

やはり、委員方からいろいろ出てきたように、新しい知見が生まれたときに、それをど

のようにして実体化し権利を分割するのかとか、そういうところまで通常は踏み込むわ

けです。ここのところはものすごくしんどい交渉になると思うのです。 

 それで、例えば、かつてやったものでフォローアップの分析をしてみると、例えばヒ

ューマン・フロンティア・サイエンス・プログラムは、国際的な共著の論文というのは

ほとんどないのです。先ほど20パーセントぐらいとおっしゃったけれど、それはとても

そんなには出てこないのではないかなと思うのです。それで、ほんの数パーセントぐら

いの両方の名前が入っている論文というのがあるのですが、それも内容とプロジェクト

が始まる段階とを比べてみると、以前からやっていた研究の論文ということであって、

ファンドをもらって新たに始めて両方連名で論文を書いたといったようなものは本当に

少ないのです。 

 だから、要するに研究者はある程度の連絡を取り合って意見交換をしたり、今ではネ

ットを通じたいろいろなことができると思うのですが、その上で自分たちだけでそれぞ

れが論文を書くという、これが一般的なことになるのだろうと思うのです。そこをそう

ではなくて共同でテーマを定めて、それをそれぞれがチームになって分担してやって共

同的な成果を出す。ここまで行くのか行かないのかというのでうんと違うわけです。通

常はそこまで行かないのです。 

 だから、制度として何を期待するのかということです。この中でもありますように、

検討会の先生のあれもありますように、そういう論文だとかなんとかの成果を期待する

のか、それとも、こういう制度を通じて、研究者ネットワーク、国際的なネットワーク

をつくるということを目標にするのかとか、いろいろな研究を進めていく、基盤を整正

していくところの中でターゲットというのはつくり得るわけです。 

 それで、それらの目標というのを制度設計の中でどこまでブレイクダウンしてうたっ

ているのかといったようなことですが、これは、走りながらだんだん制度ができていく

というのが日本側の通常のやり方ですが、アメリカ側はそういうのは絶対許さないです。
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最初つくったとおり、契約したとおりやる、そういうことを非常に強く求めてくるのだ

ろうと思うのです。そのあたりは、実態はどうなのですか。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 ありがとうございます。まず、実態という意味では、制度の枠組みの御質問だと思い

ますけれども、研究者同士ではなく政府同士で、先ほど申しましたように、いろいろ相

互にメリットがあると考えられる研究の分野を大まかにまず決めた上で、次に、これは

産業技術総合研究所が実施者になるという前提で、産総研と先方の研究所同士の包括的

なＭＯＵ（覚書）というのを締結いたしております。その上でさらに、委員長からの御

指摘は突っ込んだところだと思うのですけれども、実際に、両者それぞれ共同によるア

ウトプット、論文なり特許なりを出していくといった場合は、やはり御指摘のように、

離れた場所で、電話、メールでやり取りをして協力をしたのだということではなかなか

出ないし、また、相互に本当に強みを出し合って１つのものをつくり上げるということ

では不十分であろうと考えておりますので、私どもの制度といたしましては、やはり目

指すのは、お互いの研究体制を構築するという意味で、この共同研究契約、 Ｓｈｏｒｔ

 ｆｏｒｍ ＣＲＡＤＡをできる限り締結し、締結をすれば、御指摘のように、先方はそ

れに乗っかった形で研究を約束するということで、これをできるだけ結んだ上で体制を

構築しようと。 

 もちろんその上で、この研究の成果を出していくということではございますけれども、

私どもとしては、この両方、研究者、あるいは研究所同士のネットワークを強めるとい

うことと、それは実際どのぐらい強まったのか、できているのかといったことをみる際

に、やはり研究のアウトプットというのを当然ながら期待しなければいけないと考えて

ございます。 

○平澤委員長 

 これ、公募で一応、玉を選びますね。そのときに手を挙げるのは、日米の研究者があ

るグループをつくって、我々でこういうテーマでやりたいという提案をまずはしてくる

のですか。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 そうです。 

○平澤委員長 

 そうだとすると、今度は、採択するときの選択は、どういうプロセスで選択するので

すか。選ぶ評価パネルです。採択のための評価パネルがどのようになっているのですか。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 個別のテーマにつきましては、評価のための第三者の委員会をつくりまして、そちら

で御評価いただいた上で採択をしております。 

○平澤委員長 

 そのパネルの構成は、日米の先生方が入っておられるという形なのですか。それで共



- 28 - 

 

同のパネルをつくって、そこでやるのかどうかと。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 そういう意味では、今申し上げましたのは、私ども日本側の予算執行という意味での

パネルでございまして、例えば、アメリカ側の研究所内で、このテーマが本当にやるべ

きものなのかどうなのかというところにつきましては、済みません、今、余りつまびら

かに存じ上げてはおりませんが。 

○平澤委員長 

 そうすると、それぞれの研究者に対しては所属国のほうで別々にお金を用意するから、

提案はカウンターパートは要るよということは確認するが、資金提供する側だけを評価

するというのがそれぞれについて行われているということでしょうか。そのときに判断

が分かれてしまったときはどうなるのですか。日本側はいいと。しかしアメリカ側はこ

の研究者にはやらせないというようになったときには、どのようになるのですか。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 判断が分かれた場合は、残念ながら成立しないということになります。 

○平澤委員長 

 そうすると、両方とも、このグループにはそれぞれでお金をつけましょう、こういう

ときにゴーサインが出たという…… 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 そういう御理解で結構でございます。 

○平澤委員長 

 というように、具体的に進めようとすると、非常に細かいことで、ものすごく厄介な

話が出てきます。 

 それから、恐らく評価のための委員会が単に選ぶだけではなくて、テーマについて、

いや、これはもうちょっとこっちのほうもやったほうがいいのではないのとかといった

ようなことをお互いにコメントを付けたりするのを、どのようにしてハーモナイズして

実際の研究をやるのかとか、この種の要するに国際共同研究を進めるときのコミュニケ

ーションのとり方というところまで考えていくと、なかなか難しい問題があるわけです。

しかし、それを克服しても、やはりやる価値があり、それから、そこにこそ本当のネッ

トワークができていく素地があるのだろうと思うのです。この辺を研究者の方たちがど

れぐらい頑張っておやりになるのかなということです。それから、それをまた制度的に

サポートするのかなと。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 ありがとうございます。全くおっしゃるとおりだと思ってございまして、実際にトッ

プダウンで決めたからそこに進むとかということでも決してなくて、現場レベルでいろ

いろな調整をこの３年間、これは政府側もそうですけれども、産業技術総合研究所側も

いろいろな苦労を通じて蓄積しております。これは現実でございます。ただ、これも全
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く御指摘のように、そういったことがきちんと組織的に蓄積されるということも、この

研究の非常に重要なアウトカムであると考えてございます。 

○平澤委員長 

 そうやって、産業技術総合研究所が国際的な仕組み、あるいはやり方とかセンスとか、

そういうものを研究者レベルまで十分身に付けていくということが、今後の研究体制と

しては非常に重要。特に日本の場合は、国内に閉じた研究が余りにも多いということが

正確に正規の場でいわれているわけで、どのようにしてそれを国際化していって、国際

化するということは、より高いレベルの研究者同士で研究をするということに通じるわ

けですので、それだけ成果が期待できる。こういう仕組みにもっていくのかということ

を、これは１つの試金石としていろいろ検討されるということがよろしいのかなと私は

思っています。 

 それで、最初からこうつくって、つくったとおりやろうなどというような話には到底

ならないので、とはいえ、ある程度の枠組みについては合意した上で、細かい問題が出

てきたときには、その都度、制度を補てんしていくとか、この種の努力というのを、今

の単にＭＯＵを締結すれば済むという話ではないようにして、経済産業省の側で是非サ

ポートしていただきたいと思います。 

 菊池委員どうぞ。 

○菊池委員 

 批判的な話ではないのですが、普通の業績インデックスから見ると、25テーマが流れ

ていて、論文の数とか特許の数とか、先ほど言ったように共願が少ない。いや、１個は

出ましたというのですが、ＣＲＡＤＡの中のもう少し詰めたところまで突っ込まないと、

特許も出てこないし、それから、それぞれの国で好き勝手にやりなさいという話になる

し、論文の数も１人１本、 180人も行っていて、もう少し書けないのかというのもある

だろうし、そのようなことを考えていくと、制度の設計上、もう少し突っ込まないと、

制約が多いのではないかと思うのです。それは、ハードルがいろいろ高いのはわかるの

ですが。 

 ですので、ＭＯＵだけではなくて、ＣＲＡＤＡの中の例えば職務発明の問題だってク

リアしなければなかなか動かないというところもありますし、論文だってそうだと思う

のです。ですから、是非そこら辺までも突っ込んで、Ｓｈｏｒｔ ｆｏｒｍ というのは

わからないことはないのですが、もう一回見直して次のステージに入らないと、動いて

からルール変更というと、絶対ストップしますので、こんなものは、痛い、かゆいとこ

ろまで、一応アジェンダは全部用意しておいて、後で議論するからというぐらいのアジ

ェンダは用意しておかないと、やはり難しいと思うのです。そうすると、やはりＣＲＡ

ＤＡというのはＳｈｏｒｔ ｆｏｒｍ ではなくなってくるので、 ｍｅｄｉｕｍ ｆｏｒ

ｍぐらいになってしまうかもしれませんが、こういう枠組みをお進めになることはいい

ことだと思っていますので、是非アウトプットを、悪質な、品質の悪い論文をたくさん
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出せといっているわけではありませんので、是非共同論文で、ファースト・オーサーが

日本人であったら、次には別の人がなるとか、発明者の中にはアメリカ人もいろいろな

人たちも入ってくるというぐらいの形でやっていく。それから、共願になるならば、あ

あいう人とでもって共願するとか、そのようなものが出てくることがこの制度の趣旨だ

ろうと思っていますので、是非頑張ってください。 

○平澤委員長 

 それ、私、全く同感なのです。過去の例をみると、例えば経済産業省が中心になって

おやりになったＩＭＳ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｓｙｓ

ｔｅｍｓ、インテリジェント・マニュファクチャリング・システム 国際共同プログラ

ム）とか、経産省も加わっておやりになったヒューマン・フロンティア・サイエンス・

プログラムとか、こういうケースの場合には２国間だけではなかったからもっと厄介だ

ったのですが、すったもんだした上で、何年間か制度設計で議論した上で、なお、それ

なら試しに１年間モデル的なプロジェクトについてやってみようというのをつくった上

で、そのときのいろいろな細かい問題をどう処理するかという制度をもう一度つくって、

それから始まった。このような感じなので、政治家が上で決めたので、あとは研究所間

でちゃんとやってねといったような単純な話では、決して成果が上がることにはならな

いわけです。単なる資金のばらまきに終わってしまうというようなことになるので、だ

から私は、もし許されるならば、今やっているのは１つのＦＳ（実現可能性調査）をや

るテーマだというぐらい、制度設計を本気でやるときぐらいのつもりでもいいかなと思

っているのです。 

 それで、菊池委員がおっしゃるように、本格的なものをやろうとすると、どこまでど

のように制度設計していかなければいけないかということを、ぜひ今の経産省の担当者

の中でそういう知見を集積していく。こういうことになれば、１つのいい効果を及ぼす

のではないかなと思っているわけです。 

 これは一応コメントとして。それでは吉本委員どうぞ。 

○吉本委員 

 最後の事後評価のときで結構ですし、ちょっと手間がかかりますが、かつてこの評価

小委員会の中でも海外との共同研究プロジェクトを何件か評価したことがありますが、

日本側の成果だけではなくて、海外も含めてこの共同研究のフレームの中でどれだけ論

文が出ているのかとか、そういうことが全部列挙されていたのです。そうすると、共著

が多いのか少ないのか、どの国から論文がたくさん出ているのかというのが一目瞭然に

なります。今回、アメリカ側がどれだけこのプロジェクトに本気になって、どういう成

果を出しているのかが全く見られないので、日本側からだけ評価するというのは、この

プロジェクトが本当にうまくいっているかどうかを正確には評価できないのではないの

かなというように、ちょっと資料を見て感じた次第です。 

○平澤委員長 
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 いろいろな問題があるのです。 

 もう１つ、今、発言するのを忘れていたのですが、例えば、日本側の取り組むレベル

というのは、比較的基礎的な知見を得ようとするもので、アメリカ側はもっと応用的な

部分に興味を持っている人たちだ、といったような場合は、断然不利なわけです。アメ

リカ側で成果が物になっていくという話になってしまうわけです。ですから、同じよう

なレベルでないといけないということは必ずしもなくて、今のような、お互いに補い合

っていこうというのであれば、それはそれなりの制度設計というのもあるわけです。で

すから、これはまた別のＪＳＴ（科学技術振興機構）で国際的なそういうプログラムを

つくろうとしてやったら、日本側は非常にベーシックな話で、アメリカ側は応用的な部

分を持ち出してきてというようにして、これは一方的に知見を吸い取られていくだけな

のです。このようなこともあったわけなので、とにかくいろいろな厄介な問題を克服し

ながら、タフな制度がつくれるようになっていただきたいなと思っております。 

 それで、今、これは中間評価です。それで、今のようなコメントを付けて、是非頑張

ってくださいという意味を込めたコメントを付けさせていただきたいと思います。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、どうもありがとうございました。 

○説明者（産業技術環境局国際室長） 

 どうもありがとうございました。 

○平澤委員長 

 それでは、だいぶ時間が過ぎましたが、議題２のその他についてですが、事務局から

お願いいたします。 

○岡本技術評価室長 

 数回前のこの評価小委員会で、北海道の幌別硫黄鉱山の先進型坑廃水処理技術につき

皆様に御評価をいただいたところでございます。鉄酸化バクテリア二段中和という手法

を使って坑廃水処理をするという技術の御評価をいただいたところでございますが、こ

の小委員会の結論といたしましては、技術的な課題はクリアしているということで、コ

メントは付さないということになりましたが、他方、小委員会の議論の中で、実用化の

見通しが立っていない点について、他の処理法との組合せや、例えば小水力発電などの

導入による早期実用化努力の必要性の御指摘があったというところでございます。 

 この御指摘につきまして、担当課室と協議を行いまして、回答といいますか、担当課

室としての説明を私どものほうで用意いたしましたので、今日は最後に、恐縮でござい

ますが、その他の時間を使いましてお伝えさせていただきたいと思っております。 

 端的に申し上げますと、評価小委員会で御指摘いただきました他のコスト削減策につ

いては、既に検討を行ったということでございます。ただ、効果的な解決策は見出され

なかったというのが、まず１点目でございます。 

 ２つほど御紹介をさせていただきますと、他のコスト削減策の１つ目として、殿物の
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有効利用を検討したということでございます。こちらは、製鉄やセメント原料として有

効利用の検討を行い、受入れ候補企業に打診をしたが、殿物中の砒素含有量が受入基準

を満足できなかったと。また、内装タイル原料の検討も行ったが、調湿機能――いわゆ

る湿度を調整する調湿機能やバインダーコストの問題から有効利用には至らなかったと。

また、他のコスト削減策の２つ目でございますが、小水力発電の導入ということで、こ

ちらにつきましては、流量と落差が当然必要となってくるわけですが、幌別硫黄鉱山で

はそれらが十分に確保できないことがわかったと。また、発電用水は強酸性水を使用す

るために、発電設備に耐腐食性の材料を使用する必要があって、コスト面ではより差が

出てこなかったということでございました。 

 これらを踏まえまして、今、担当課室としての考え方としましては、ちょっと脱線し

ますが、実は、この鉱山、鉱業権者がもういなくなっておりまして、こういう場合は、

その鉱山が存在する地方自治体が鉱害防止事業実施者となります。したがいまして、端

的にいうと、今の事業主体は北海道庁になるということでございます。北海道庁は、今

申し上げました事情もすべて勘案した上で、新たな設備投資を行うための試算を行って

いると。ただ、それが、道庁側の財政事情が苦しいために、現在ではまだ合意には至っ

ていないというのが現状でございます。 

 これも若干補足をいたしますと、このような休廃止鉱山に係る設備投資につきまして

は、国のほうから休廃止補助金というものが交付されます。これは、北海道庁との関係

で申し上げますと、総事業費の４分の１を北海道庁が負担して、残り４分の３を国が支

援するという制度設計でございまして、担当課室としましては、北海道庁が、いわゆる

これに手を挙げてくれば国の補助制度を使って支援していきたいという方針でございま

す。これも参考までに申し上げますと、では、幾らぐらいの総額が必要となるかという

試算でございますが、今現時点では７億程度と試算がされているとのことでございまし

て、先ほどの国と北海道庁との役割分担から申し上げますと、北海道庁として７億の４

分の１ですね。ですから、２億弱ぐらいの予算を確保されれば、国のほうとしても補助、

支援を行うようにしていくということでございます。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

○平澤委員長 

 何か今の件に関して御質問等、ありますでしょうか。どうぞ。 

○鈴木委員 

 今御説明いただいた話では、北海道庁がこの初期投資に本当に踏み切るかどうかを今

慎重に判断しているということですよね。前々回御説明いただいた話で、将来にわたっ

て長期間ずっとコストをそれなりに掛けてやっていくよりは、初期投資をやって、その

ためのコストを長期的にずっと削減できるはずだということでやられていたと思うので、

それをなぜ北海道庁が逡巡（しゅんじゅん）されるのかというのがよくわからないので

す。 
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 それだけ、こちらのプロジェクトでのコスト削減の提案の説得力が余りなかったのか

なという気がしないでもないです。 

○平澤委員長 

 一方で、処理しないで廃水をそのまま流すときの問題点というのは、いろいろあるわ

けでしょう。 

○岡本技術評価室長 

 そのとおりでございまして、いわゆる北海道庁としては――済みません、これはちゃ

んと先ほども申し上げるべきで、ミスでお伝えしておりませんが、当該技術の適用のタ

イミングとして、現行の処理設備の大規模改修時期や現存の中和殿物、埋立場の残余状

況を踏まえて判断したいというように担当課室には申し出ているということでございま

した。 

○平澤委員長 

 これは実態としてどうなのかということなのですが、鉱山・火薬類監理官付としては、

むしろ先回りして技術開発してしまったというような感じなのでしょうか。今も処理し

ているわけでしょう。ですから、それよりも、評価小委員会でもこの前議論したように、

もっと安くできるようなものを使わない限りうまくいかないし採用されないわけですね。 

 だから、これはやはり、北海道庁がお金を出すかどうかのポイントというのは仕組み

としては最初からわかっているわけですから、むしろ北海道庁と相談した上で、幾らぐ

らいで処理できるようにコスト削減できるのだったら採用しますかというようなことを

いった上で、さっきのテーマみたいに原価企画でやっていくという話にならないと、進

め方としては、やったけれど採用されませんというような典型的な例になってしまうわ

けですね。 

 吉本委員、何か。 

○吉本委員 

 休廃止鉱山というのは、北海道をはじめ、秋田県や青森県だったり、あるいは山陰地

域だったり、かつて資源採掘が行われた地域で、今は産業も少なく過疎化が進行してい

る地域に多く、そういったところほど鉱業権者がいない鉱山が多く、北海道庁が抱えて

いる休廃止鉱山もこれだけではないわけですよね。面倒を見なければいけない鉱山がた

くさんある。一方、資源採掘の恩恵を得ている大都市圏には、そういう休廃止鉱山は少

ない。北海道庁をはじめとする地方自治体は１億なんぼといえども、非常に財源が厳し

い中でどこまで負担できるかという問題があり、財政状況も刻々、一刻と変わってくる

と思うのです。 

 ですから、なおさら、ＦＳをきちんとした上でやらなければいけないと思うのですが、

国家プロジェクトのあり方以前に、本当にこういう脈々と続く過去の廃棄物処理をどう

するのか、原子力発電所にも通ずることだと思うのですが、これは非常に大きな問題な

のです。確かにプロジェクトとしての製品に関しては少し甘い見通しがあったと思うの
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ですが、何ができるのかということを考えていく必要性もまた一方であるのかなと思い

ました。 

○平澤委員長 

 仕組みとしては、補助制度の見直しとか、そういうような話になるのでしょうかね。

わかりました。今のことは、こういう議論があったということを室長からまた鉱山・火

薬類監理官付に伝えていただくということでよろしいのでしょうか。それでは、どうも

ありがとうございました。 

 最後に、川上審議官がお見えですので、審議官から一言御挨拶をお願いいたします。 

○川上大臣官房審議官 

 まず、お礼を申し上げなければいけないと思っております。本当にお忙しい中、短期

間に多数の回の会議を長時間行いまして、委員方に大変な御負担を掛けたと思っており

ます。プロジェクト評価、それと私どもの技術評価指針についての御審議を今回いただ

いたということであります。 

 私も、ほかの用事で何回か欠席をさせていただいて申し訳なかったのですが、できる

だけ出席をさせていただきまして、今の鉱山の話もそうですし、いろいろ御指摘いただ

いたこと、あるいはいただかなかったことも含めて、ここでの議論というのは、私ども

としてきちんと受け止めなければいけないと思っておりまして、至らない点、あるいは、

まだ稚拙な点というのを委員方にも助けていただきながら、できるだけクオリティーを

上げるということで努力していきたいと思っております。本当にありがとうございまし

た。 

 また年度が改まりまして、新しい年の予算要求ということで事前評価をお願いすると

いうようなことになっていくと思いますが、委員方にはまた御負担をお掛けすることに

なると思いますが、御相談を申し上げましているようにプログラム評価というのを、私

ども省内の施策をどう体系化するかということも含めてきちんと議論した上で進めてま

いりたいと思っておりますので、引き続き御指導のほどよろしくお願いを申し上げたい

と思っております。 

 最後になりますが、実は私、大変短い期間で恐縮でございますが、４月１日で異動す

ることになりまして、後任が安永という、今、鉱物資源課長で、それこそレアアース、

レアメタルの鉱山権益の獲得とか、開発とか、最近でいえばメタンハイドレードとか、

そういうことをやっていたところが後任として着任することになりますので、どうかよ

ろしくお願い申し上げます。 

 どうもありがとうございました。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。交替されるということですが、我々としては非常に

残念でありまして、川上審議官ほどフォローアップをちゃんとやってくださった審議官

は、今までいなかったのではないのかなと私は思っておりますが、それは我々の励みに
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も十分なったかなと思います。是非、安永新審議官にもちゃんとフォローアップをしろ

よということは、お伝えくださるようにお願いします。どうも本当にありがとうござい

ました。 

 これで全体の中間事業評価は今期は終わったということで、この後については、岡本

室長のほうから御説明をお願いします。 

○岡本技術評価室長 

 ２月から始まりまして、週に２回のときもございました。本当にありがとうございま

した。このシリーズは本日で一旦終了となります。次回の日程は、今後調整をさせてい

ただきますが、５月の中旬ごろを予定しております。内容につきましては、先ほど川上

から申し上げました新規研究開発事業に係る事前評価及び、実は、２件だけですが、こ

のシリーズで入り切らなかった中間事業評価がございますので、それもそのプロセスの

どこかで御評価いただきたいと思っております。 

 私からは以上です。 

○平澤委員長 

 どうもありがとうございました。それでは、これで今日の会議を終わります。どうも

ありがとうございました。 

○岡本技術評価室長 

 ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


